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戦略BASiCS利用によるカーネーション新商材の開発

佐藤孝治
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Development of new carnation merchandise using Strategy BASiCS 

Kohji SATOH 

Keywords: carnation， new product， marketing method， strategy pyramid， strategy BASiCS 

Abstract 

The strategy BASiCS within Yoshinori Sato's pyramid to01 was used to investigate new products re1ating to 

Kagawa Prefecture carnations lI. As a result， it was found that whi1e strategy BASiCS is a marketing to01， it can 

a1so be used to investigate the deve10pment of new products as a direction of R&D as stated in this report. 

摘要

香川県のカーネーションについて，新商材の開発の

ために佐藤義典によるピラミッドツールの中の戦略

BASiCSを活用して検討した II。その結果，戦略BASiCS

は，マーケティングのためのツールであるが，本報告の

ように研究開発の方向性として新商材の開発を検討する

事にも利用できることが判った。

緒言

本報告は，香川県農業試験場内で行った研究会の成果

として報告する。研究会は， iマーケティング入門 農

業経営戦略の確立を目指して」と題して自主ゼミとして

平成17年4月20日~平成18年4月19日まで38回開催し

た。報告が遅くなったのは，内容を発表する事により，

商品化に悪影響を与える事を考慮したためである。この

報告では，農業におけるマーケティングの考え方及び

佐藤義典によるピラミッドツールの中の戦略BASiCSを

中心に香川県のカーネーションについて新商材の開発を

行ってきた経緯と結果について述べる。

まず最初にマーケテイングの考え方について少し述べ

る。

マーケティングという言葉は，広辞苑第6版によると

「商品の販売やサーピスなどを促進するための活動Jの

事である。

もともと，マーケティング戦略という考え方は， 1960 

年代に始まった。大量生産大量消費時代が始まったから

である。同じものを大量に時間を掛けずに作れる生産体

制，自動車の普及による道路網の整備とそれに伴う物流

体制の整備，瞬時に大量に宣伝の出来るテレビ等のマス

メディアの普及，が揃ったからである。宣伝により大量

の商品を消費者に届けられるシステムが出来上がった。

ihaveからdo，doからbeJ と言う言葉がある。 1960

年~1980年の売り方を表した言葉である。 1960年代は，

haveの時代と言われている。 have，つまり持っている

かどうかを宣伝すればそれでモノが売れた。 1970年代

は， doの時代と言われている。 doは~をするという

意味で，活動スタイルの提案が消費を生んだ。 1980年代

は， beの時代と言われている。 beは~であるという

意味である。経済は安定成長に入り，マーケットとして

は成熟期に入った。途中バブルを経て，現在は， Being 

とも言われている。個人を相手に商売をする時代となっ

ている。

どんな商品，サービスにも寿命はある。この寿命は，

マーケッテイングの歴史と同じ道をたどる。まず，商品

の認知 (have) に始まる。次に，商品の利用 (do)が
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始まる。この時には，対象がかなり絞られてくる。その

利用に関係するユーザーのみが対象となる。次に，商品

の日常利用 (be)が始まる。最後に残るのはヘビーユー

ザーと呼ばれる人達である。そして最後に，商品として

の寿命が来る。代替え品の登場，利用形態の変化，コス

トの増加，飽きられた，等原因は様々であるが，必ず終

意の時は来る。

マーケテイング戦略は，大きく分けるとマス戦略と

ニッチ戦略に大別される。現在，マーケティング手法が

確立しているのは，大部分マス戦略である。 MBAを取

得した人達が使っている手法はこちらに当たる。全ての

ユーザーを対象として，業界一位を目指す事が目標とな

る。言い換えれば， 1戦って勝つ」ための手法である。

ニッチ戦略は，特定の分野での一位を目指すための手

法である。「戦わず、に勝つ」手法である。

色々なところでマーケティングの話題を聞くのは，従

来のマス戦略が通用しなくなってきて，色々な所で検討

をしているからである。そのため，マーケティング業界

は利益が出ている。ただ ニッチ戦略へ移行せざるを得

ないのはみんなが判っている話だが，具体的手法が確立

していないので，従来型の手法を応用しているのが実態

である。

ニッチ戦略のー香極端な例は，高級ブランド商品であ

る。高級ブランドと言えば「グッチJ，1シャネル」等を

連想するが，いわゆる「ブランド品」として販売してい

るだけで，ここで言う高級ブランド商品とは異なる。

例えば，日本にあるこんなメーカーを聞いたことがあ

るだろうか。ヤイリギター，石田ヴァイオリン工房，サ

クライフルート，吉田カバン，白鳳堂，香川県内だと，

Hブラ，キャスコ，クオカである。これらの企業は，多

くがニッチ戦略を取っていると考えられる。

これらのメーカーは，知っている方は知っていると言

う状況である。その分野では有名でも一般の人は知らな

い。それがニッチトップを目指しているブランドの考え

方である。

農業の面からマーケテイングを考えてみると次のよう

になる。戦後の食糧不足の時代から平成6年の新しい食

料・農業・農村に関する基本政策(以下新政策と略す)

ができるまでは，農業基本法に基づく囲内生産重視の政

策が行われてきた。アメリカのような土地利用型農業，

大規模農業を政策的に進めてきた。米が足りると選択的

拡大で各種作目が推進されてきた。新政策までは，国内

生産が基本だったので大規模化のメリットは大きいもの

があった。マスマーケテイングでトップに立つ事も出来

た。

ところが，平成6年の新政策以降は，それが通じなく

なった。表現も「囲内生産」から 1(輸入も含めた)安

定供給Jに変わった。そうなるとマスマーケテイングで

トップに立つ事はだんだん困難になってきている。安い

海外農産物という強敵が現れたからである。

「食の外部化Jが進み，①主要野菜の用途別需要にお

いては，加工・業務局需要が過半を占め， しかもその割

合が増加している，②この加工・業務用需要の増加は輸

入品利用の増加と結びつきながら進行している (1野菜

の用途別需要の動向と囲内産地の対応課題」小林茂典，

農林水産政策研究11 (2006)) 

つまり生食として、流通してる野菜は，全体の半分以下

しか消費者に届いていない。その率も年々減少してい

る。「生食以外は輸入品と組んだ加工・業務用需要であ

る。jということである。このような中で農家一農協一

市場小売り 消費者という流通構造に未来はあるのだ

ろうか?しかし圏内の農家の大部分はこのような流通

構造の中にある。そのままでは，誰が見ても苦しくなる

一方である。その理由は，小さくなりつつある市場に相

変わらず多くの人がしがみついているからである O

それでは， どうすればいいのだろうか。そこで研究会

で始めたのは，最初は従来の手法の学習から新しい方向

性が見いだせないかという事だ、った。手法の紹介は，こ

の報告の本題ではないので省略すふが，結論としては，

ニッチマーケテイングの中にその答えがあるのではない

かという事である。

ニッチマーケテイングは， 1戦わずして勝つJための

手法である。最近有名なのは，マーケテイング業界一位

のメルマガ「うれたま」を出している佐藤義典氏の戦略

ピラミッドツールである。戦略ピラミッドツールを利用

してカーネーションの新商材開発について取り組んだ事

例について報告する。

材料及び方法

1 .佐藤義典氏の戦略ピラミッドツール

戦略ピラミッドツールとは，著書「実戦マーケティン

グ戦略Jで発表したオリジナルの戦略手法である。ピラ

ミッドのような四角錐の頂点に5つのツールがあり，そ

れぞれが関連していて， トータルとしてきれいな四角錐

が出来上がる必要があると言う考え方である。それぞれ

のツールを簡単に紹介すると次のようになる。

1 )戦略BASiCS(Strategy BASiCS) :戦略を立てるた

めの基本ツール

2)マインドフロー (MindFlow) :買ってくれないと



言うことはどこかに問題がある。お客機の視点で，そ

の問題を数量化し把握するツール

3) ニーズの広さ深さ (Width& depth in Needs)・

同じ売 り上げでも，ニーズを広げるのと深めるのと

では，手法が全く異なる。「大きさ」だけではない，

ニーズの「構造Jを捉えるツール。

4)売上 5).原京則 (5Sale Factoαr叫:戦11略1略浴を数f値直化すれば.

効架淵測|リl定が出来る。5つの方法で¥ 売上向上策をモレ

なく体系的に考えられるツ ール。

5 )プロダクトフロー (ProductFlow) :商品には 3つ

の種類がある。あなたが売りたい高利議商品まで無理

なく誘導する商品戦略を梢築するツール。

今回は.この 5つのツー ルの中から戦111各BASiCSの部

分を抜き出して説明する。

2目香川のカーネーション

香川のカ ーネーションは. 平成22年産花き生産出荷統

計で見ると 面積7.4haで. 全国12位である。出荷量は，

8.480千本で10位である。

過去のデータを累年統言|で見ると， 11百平日57年~昭和60

年は，生産出荷量全国第 5位の位世にいたのであるが，

その後，徐々に順位を落とし 平成17年以降10位の位置

にある。累年統計の開始年の昭和51年を100とすると，

全国では.平成 2年のバブル1ll走路則に166.4となり，そ

の後徐々に減少し平成22年には82.3となった。それに

対し香川県では， I昭和59年に222.5とピークに達した

後，減少し平成22年には50.2になっている。
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を検討したのも 10位にな っ た 1I~i' J~] である 。

結果

1 .戦略BASiCSにおける現状分析

平成17年のカーネーションの東京都市場における月別

出荷割合を示 したものが図 2である。この図は，香川

県 (太線・)を含む出荷量の多い上位17都道県とコロン

ビア，その他外国を示している。凡例の順位は，出荷量

の順位となっている。長野県，北海道以外は， 5月に集

中しており，ほほ同様の傾向を示している。全国(太線

。)も山は少し小さいが5月をピークとしている。これ

は， 多 くの産地が同じ戦111告を取っている事を示してい

る。

この事を踏まえて.色々な資料を整理して，議論し

作成したのが戦111各BASiCSの現状で、ある。(表 1 ) 

2.改善策の検討

現状を元に， iij災わずしてIJ券つ」ための戦略をいくつ

か検討した。

1) Ba ttlefield 

母の日以外に販売できるBattlefieldをいくつか検討し

た。候補として残ったのは次の通りである。

(1)ヤングマザーズデイ

母の日の 1週間前にヤングマザーの日を設定する。

販売形態は，ヤングマザーなので，菅状態で売る。販

-------;;;;;;;;;;;;;;11--長野県

'1'1-← 愛知県

:に企::::22U6りふ尚一ベγ一一↑LfZE 

6 

7 

③③ ss-n.V n.~令~ ~テ心~⑥~令心~ ~0 ③ぐb
dトdトdpφ やややや cgbqp cP43E53や rややや小
~ 守 口子 、~-J • 0-J n.~J ，，~ て子 。 ~-J ~0-J ，，(Y~ ~(Y~ r_(Y~ n.(Y~ ~I.Y 。

ぶぷbsfぶぷぶぷψぷジタもぷぷぷJJJJ
図-1 カ ネーション出荷量順位の推移
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図-2 カーネ ションの東京都市場における月別荷量割合

表-1 戦略BASiCSによ る香川のカーネーショ ンの現状

現在 将来 競合

Battlefield 
母の日を"1"心とした業務用

(li役JJJj) 国の日を中心とした業務用

Asset 
オリジナJレ品種

(マーケテ ィング資産)
オリジナル品種，大量供給

Strength 
高品質

(強み・ 差別化ポイン卜)
高品質.低価格

Customer 
母の日を 1-1-1心とした業務用

(顧客ターゲット)
母の日を 仁1:1心とした業務用

Selling Message 
のの日 のカ ーネーション

(売り文句)
聞の日のカーネーション

売対象は.夫。 ると考えられた。

( 2)オールドマザーズデイ ( 5)新 しい花材

母の日の次の週にオールドマザーの日を設定する。

販売形態は.大きな花束。この時期は価格も下がって

いるので¥年齢分の花を贈る事が出来る。販売対象

は.子~孫。

(3)OAルーム用生け花

カーネーションは.香りが少なく .花持ちが良く ，

最後のゴミも 出にくい。そのため。OAルームのよう

な従来花を飾らない場所にも利用できるのではない

か。

( 4 )特産との抱き合わせ販売

従来行 っていない抱き合わせ販売を検討できるの

ではないか。「幸せの黄色いカーネーション(正月に

金比羅で販売)J. I長寿をl限って白いカーネーション

(さぬき うどん屈で販売)J等が検討できる可能性があ

従来.キクは葬祭のイメージが強く花材として余り

利用されていなかったが.最近花材として利用されて

いる。そのような状況なら.カーネーションも母の 日

だけでなく.新しい花材として利j刊される可能性があ

ると考えられた。

2) Ass巴t

マーケテイング資産としては，香川県農業試験場で従

来より，多くの新品種が育成されており.現在も 引き続

き品種開発が行われている。登録さ れていないものも数

多くあり， 現状と 同 じようにその中にAssetを見いだせ

ると考えた。

3) Strength 

香川のカーネーションの強みは，次のように考えられ

た。
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表-2 戦略BASiCSにより策定した香川のカーネーションの将来像

現夜

Battlefield 
母の尽をや心とした業務用

(戦場)

Asset 
オリジナル品種

(マーケテイング資産)

Strength 
高品質

(強み・差別化ポイント)

Customer fまの尽をや心とした業務用
(顧客ターゲット)

Selling Message 母の日のカーネーション
(売り文句)

①産地が古く，技術の蓄積があり，高品質のカーネー

ションを生産できる。

II香川県農業試験場が育成したオリジナル品種を販売

できる。

③産地規模が小さく，新規参入が少ないので，まとま

りやすい0

4) Customer 

Battlefieldと関連して，それぞれのフィールドで開拓

した新しい顧客。

5) SellMessage 

これについては，最後に考える事となった。

6)最終調整

以上の検討を総合した結果は，表-2にまとめた。

7)検討の中で上げられた問題点

①「ヤングマザーズデイ Jiオールドマザーズデイ」は，

アイデアは評価する。カーネーション業界全体の消

費拡大という点では評価するが，香川県のカーネー

シヨンという視点から見ると「戦わずして勝てる」

戦略ではない。

② iOAルーム用生け花Jは，転倒した際の水処理問

題が解決されないと困難ではないかという意見があ

り，具体的解決策が見つけ出せなかった。

③特産品との抱き合わせは，販売量，継続性に問題が

あるという意見が出た。

8)その他ツール

戦略ピラミッドの中の戦略BASiCS以外のツールにつ

いては，ゼミとして学習した。しかし具体的商品が出

来上がって販売される段階までいっていない事もあり，

これらのツールを利用した詳細な検討は行えなかった。

将来 競合

特定需要 母の日を中心とした業務用

パテント特許商標 オリジナル品種，大量供給

オリジナル品種 高品質，低価格

特定需要 母の日を中心とした業務用

? 母の日のカーネーション

考察

1 .戦略BASiCSの有効'性

戦略BASiCSは，マーケティングのためのツールであ

るが，本報告のように研究開発の方向性として新商材の

開発を検討する事にも利用できることが判った。

この有効性については，その後の品種開発の結果とし

て「テイアラ咲カーネーション」が商品化され，海外で

も評価されている事からも明らかである。

2.他の品目での適応性

今回は，香川のカーネーシヨンを取り上げて検討を

行った。その後，他の品目でも一部検討したが，同様に

して検討する事が可能と考えられた。
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